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２０２２年１０月 会報  厚木ワイズメンズクラブ 第２０１号 

 佐藤節子クラブ会長 ひたすらに、ゆったりと 輝いて！ 

  ～いつも笑顔で！～ 

主   湘南・沖縄部部長 楽しく・元気よく・前向きに 

  ～入りたくなるワイズにしよう～ 

 東日本区理事 未来に向けて今すぐ行動しよう 

題 アジア太平洋地域会長 新しい時代とともに、エレガントにへんかを 

 国際会長 フェローシップとインパクトで次の 100 年へ 

 

２０２２年１０月度 厚木ワイズ本例会 次第 

日時 ２０２２年１０月２６日（水） 

１８時～２０時 

形 式 対面・ZOOM による 

会 場 プロミティあつぎ C 会議室（６階） 

司会            書記 

開会点鐘          会長 

ワイズソング・ワイズの信条 書記 

今月の聖句         書記 

感謝の祈り         書記 

会長挨拶          会長 

ゲスト・ビジターの紹介   会長 

ユースリーダー報告     阿部担当主事・ 

ユースリーダー 

脳トレストレッチ      佐藤節子 

横浜 YMCA 報告      阿部担当主事 

会長報告          会長      

ハッピーバースデイ     会長 

閉会点鐘          会長 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

報告 

ユースリーダーズフォーラムに参加して 

           北村 文雄 

第 34 回ユースボランティアリーダーズフォーラム

は、9 月 30 日～10 月 2 日晴天に恵まれた東京ＹＭ

ＣＡ山中湖センターで開催されました。我が厚木Ｙ

ＭＣＡからも 2 名のリーダーが参加してくださいま

した。 

コロナ禍での 3 年ぶりの集合形式での開催というこ

とで参加者は前日か当日に抗体検査を必ず受ける、

またプログラム実施中は密閉空間、密集場所、密接場

面の 3 条件が発生しないように細心の注意を払い、

厳重な感染対策のもと開かれました。 

今回はリーダーの参加者 28 名、スタッフ約 10 名、

ワイズメンは延 20 名ほどの参加でした。 

甲府２１クラブから佐藤理事初め延 10 名近くのメ

ンバーが来ておられました。 

フォーラムのテーマは「今、リーダーに求められるこ

と」過去に何回も掲げられているフォーラムの普遍

のテーマです。久々の対面形式にも関わらず、スタッ

フ（カウンセラー）のリードもリーダー達の取り組み

方も大変素晴らしく、大変内容の濃い討議を繰り広

げておりました。最後の成果発表も発表方法のアイ

デア企画とも素晴らしく中身も非常に濃い素晴らし

例会データ  ８月   在籍会員 １０人 

会  員  ８人 

ビジター  ０人 

ゲ ス ト  ０人 

合    計  ８人 

メイキャップ済み 

０ 人 

出席率    ８０％ 

ロバ     ０ 円 

今月の聖句 

見よ、兄弟が共に座っている。なんという

恵み、なんという喜び  

詩編１３３編１節  

 

会長   佐藤節子 
副会長  石井芳隆 
副会長  小松仲史 
会計   森田智重子 
書記   川口知幸 
書記   徳澤洋子 
監事   小林 秀 
担当主事 阿部正伴 

http://ys-atsugi.jimdo.com/


いものでした。 

今年はコロナ禍の為、恒例のワイズメンによる 2 日

目昼食のカレー作りが中止になったのは残念でした。

またコロナ禍の為、食事前に歌が歌えないのがリー

ダー達に気の毒でした。 

でもキャンプファイアーの時は控えめながら歌も歌

えたので、感激してもらえるキャンプファイアーで

した。 

参加したワイズメンとの話のなかで数日前に開催さ

れた栃木ＹＭＣＡ宇都宮クラブの「ウクライナ支援

チャリティーコンサート開催者の塩沢総主事、司会

を務めた川口さんから、小松湘南沖縄部長が遠路見

学に来て下さったこと、また厚木クラブでも開催を

検討してみますと前向きな意見を言ってくださった

ことに感謝されておりました。また、甲府２１クラブ

佐藤理事や野々垣さんからまた是非交流をしましょ

うということでした。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

特集 湘南沖縄部を知ろう 

     鎌倉クラブ 

１．クラブの例会はどこで行っていますか？ 

・鎌倉 YMCAにて（鎌倉駅徒歩 3分）が定例 

会場ですが、ここ 2年ほど・zoom が主で 

す。 

２．何日に行っていますか？ 

・毎月の第二火曜日午後 7時から。 

３．方法は？ （例：ZOOM、対面など） 

・ここ 2 年ほど zoom が主です。 

４．クラブの今期の例会の計画は？ 

・10月は鎌倉大仏高徳院の卓話をガイド協の 

田嶋さんから。毎月の鎌倉の名士にご講演 

などいただいています。 

５．今期に特別な催しはありますか？ 

・10月 20 日 十勝の豆、ジャガイモかぼちゃ販売 

・11 月 3 日 鎌倉 YMCA バザーに恒例の出品しま

す。ぜんざいは自粛。 

・12月 コロナ禍でオンラインクリスマス 

    会 

 ・１月 新年会 オンライン 

６．名物会員は？ 

 ・元 YMCA総主事 

 ・社会福祉協議会、鎌倉風致保存会理事長、、他 

７．クラブのトピックがありましたら・・・・ 

・メンバー数が若干増え続けていること。 

８．例会に参加するには？ 

・いつでも歓迎、ご連絡下さい。 

９．クラブの特徴は？ 

・こじんまりした家庭的雰囲気。 

１０．今年のクラブの主題と背景は？ 

・「コロナに負けず、頑張ろう」 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【１００日会員増強キャンペーン】  

～見る目が変わった。未来に向かって跳んでいる～              

  部会員増強事業主査 佐藤 節子 

みなさま、「１００日会員増強キャンペーン」がい

よいよ始まりました！ 

「目標は大きく、未来に向けて行動をおこそう！」

の目標が力強く一斉に動き出しました。 

 

谷川俊太郎の詩に「かんがえるって おもしろい」

があります。 

かんがえるって おもしろい  

どこか とおくに いくみたい。 

しらないけしきがみえてきて、 

そらのあおさが ふかくなる。 

このおかのうえ このかべは  

みらいにむかって とんでいる 

  

勝手に解釈しています。知らない景色が見えてき

て、見る目が変わった。  

ワイズに入会してみて、一人の人間として多面的、多

角的に見る目がかわる、わかる と断言したいです。  

みなさま どうぞ、自由に のびのびと 会員増

強キャンペーンに お力をおかしくださいませ。 

会員が増えることこそ発展があります。よいこと、模

範となることなど一般論では 決まり切ったことだ

から議論の余地はないことが多々あります。 

では、なぜ ワイズメンズクラブはよいところな

のか なぜ こんなにも魅力があるのか。  

ご自分の動機は いかようでしたか。今一度、楽しい

魔法のポジティブ感覚を波及したいです。 

 今が一番です。今が正念場です。皆様のお力なくし



て発展はありません。  

繰り返しになりますが 具体的実践内容 ９月~１

２月 （100 日キャンペーン！）を述べさせていただ

きます。  

明確なビジョン化の習慣をつけましょう。 ⇔ 会

員増強 100名を目指そうではありませんか。 

① 9 月末日まで 会員増強 A チームと,B チームに

分けて「入会候補者リストアップ表」を作成する。 

A チームとは：YMCA 関連の方。現職の方、退職

された OB,OG の方々。 

 Bチームとは：知人・友人および、専門的技術を

持つ方、ちょっとだけの知り合いの方 

② 10 月行動開始。リストアップ表を基に本人にア

プローチ。クラブ例会にご招待，お誘いする。 

③ 11月中間報告。進捗状況の発表。注目です。 お

互いに切磋琢磨していることを有言しましょう。 

④ さあ、12 月です！成果発表！ 知らない景色が

見えてきて、空の碧さが深くなりましたでしょう

か。 

⑤ 目標に一歩 近づいたでしょうか。 

私たち会員増強委員会は熱い情熱を持って絆を

深め合い突き進んでいます。応援よろしくお願い

します。 

※Change2022 ニュース 9月号に掲載したものです。 

語録 

一念岩をも通す 

田口堅吉 

学生時代、年末の最終の夜行列車で帰郷中、たまた

まお隣が理系の東大生で、いろいろ世間話をしてま

した。彼は学徒出陣で、単座の戦闘機乗りとして、フ

イリッピンに出陣、初戦ではやくも味方の編隊は

散々やられ編隊長からの帰還せよの命令を受信、無

意識に雲の中に隠れることができ、敵の追撃をかわ

すことができたが、さて戻りたい基地の方向が皆目

わからず、不安に駆られていた時、雲の向こうにうす

ぼんやり母親の顔が見え隠れするのではないか。こ

れはしめたものとその方向に向かって一心不乱まっ

しぐら、九死に一生を得た。以後自分には母親が付い

ていると信じて激戦を戦い、無事終戦を迎え、帰還

早々その話を母親にしたところ、母親から心当たり

があるといわれビックリした。母親は毎日心を込め

て息子の無事帰還を祈っており、息子の苦戦した日、

丁度その時刻、胸騒ぎがして、息子が苦戦しているに

違いないとさらに熱心に祈り、その日の日記にその

ことを記しておいたと。その東大生は「僕は平素祈り

が通ずるなんてと馬鹿にしていたが、一念岩をも通

す」って本当にあることだとおもうようになった。  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２０２２年９月度 厚木ワイズ本例会報告 

日時：２０２２年９月２８日（水） 

１８：３０～２０：００ 

方式：ZOOM＆対面 ハイブリット形式 

会場：アミューあつぎ ６０４ 

・司会              書記 

・開会点鐘            会長 

・ワイズソング・ワイズメンの信条 

                 会長 

・今月の聖句           書記 

・感謝の祈り           書記 

・ゲスト・ビジター紹介      会長 

・卓話 キリスト教とは 

   森直樹師 

・会長報告           会長 

・YMCA 報告          担当主事 

・ハッピーバースデー      

・閉会点鐘           会長 

―――――――――――――――――――――― 

YMCA から 

第３４回ユースボランティア・リーダーズ 

フォーラム（ＹＶＬＦ） 

日時：２０２２年９月３０日（金）～１０月２日（日） 

場所：東京ＹＭＣＡ山中湖センター 

https://www.youtube.com/watch?v=J-JwC7ZUg4s 

https://www.youtube.com/watch?v=J-JwC7ZUg4s


 ―――――――――――――――――――――― 

事務会報告 

１．厚木クラブ次期会長選出の件 

２．１１月例会のもち方について協議 

１案 Y 祭と同日なため合同例会にする 

２案 Y 祭に参加。例会は通常通りとする 

３．１２月例会 １２月２１日お楽しみクリスマス

会を実施する 

４．会員増強に向けて取り組み、など 

湘南沖縄部 

湘南沖縄部会が下記日程で開かれます。 

小松部長を支えましょう。積極的な参加をお願いし

ます。 

日 時  2022 年 10月 22日（土）15：00～17：00 

会 場  湘南とつか YMCA（JR、ブルーライン戸塚

駅東口より徒歩 5 分） 

＜第１部＞講 演（１５時００分～１６時２０分） 

講演「テロ事件に学ぶ命の尊さ」 

講 師  富田 俊彦先生   

（日本市民安全学会 副会長・理事）  

＜第２部＞部大会（１６時３０分～１７時００分） 

編集後記 

鎌倉クラブの池田光司様には鎌倉クラブのプロフィ

ールをありがとうございました。２０１７年３月に

行われました鎌倉ワイズメンズクラブ２５周年の阿

部志郎さんの卓話と鎌倉食堂での交わりのことを思

い出しました。 

北村文雄様には第３４回リーダーズフォーラムのご

報告ありがとうございました。久しぶりに山中湖で

２泊３日のキャンプが行われました。いろいろな制

約があった中でのキャンプであったとのことですが、

ご報告を読ませていただいて、あの楽しい、語らいと

交わりのひと時を思い出させていただきました。ワ

イズの名物カレーがなかったのは残念でしたね。（TK） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ワイズの信条 

１． 自分を愛するように、隣人を愛そう 

２． 青少年のために YMCAにつくそう 

３． 世界的視野をもって、国際親善をはかろう 

４． 義務をはたしてこそ、権利が生ずることをさ

とろう 

５． 会合には出席第一、社会には奉仕第一を旨と

しよう 

いざたて 

１． いざ立て  心あつくし 

手を挙げ  誓いあらたに 

われらの  モットー守る 

ふさわし  その名ワイズメン 

絶えせず  めあて望み 

この身を  捧げ尽くさん 

２． 歌えば   心ひとつに 

ともがき  ひろがり行きて 

遠きも   近きも皆 

捧げて   立つやワイズメン 

栄えと   誉れ豊か 

まことは  胸にあふれん 

＜講師紹介＞ 

 通算 26 年間、警視庁刑事部捜査第三課に 

おいて窃盗事件捜査に従事した経験をいかし

て、現在は（公）日本防犯設備協会の特別講

師として、総合防犯設備士研修セミナー、錠

前業者、全国防犯協会連合会をはじめ各業界

団体の講演、全国各地の防犯リーダー養成講

習、地域安全安心の集い、危機管理セミナー

等で幅広く講演活動を行っている。地元小学

校のスクールガードとして子どもの見守り活

動も実施している。 

日本大学法学部卒業 

主な著書 「鍵と錠」、「窓と扉」、「盗賊日

本左衛門こと浜嶋庄兵衛の研究」 


